
2021年1月23日（土）　1回中山7日 4R メイクデビュー中山

中山 4
  発 走

 11:40
4R メイクデビュー中山
サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢

1200m　ダート・右
基　準 良　 1:13.3
タイム 重不 1:12.4

本賞金：600、240、150、90、60万円

勝利馬展開係数　：534 35  455  4  444  4  524  3
レースラップ傾向：MMM 16  SSM 16  MMS  9  MSM  8
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フェノーメノ 牝3   

ネロメルレット 木幡巧也 黒（伊）＋レース（伊）。黒のレースを
纏った様なあなたに。毛色より

                                        
54.0 .050

1 1 シリウストウショウ 青 松山将樹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .125    　             
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(浦河町) 0.0.0.0
高樽ｻﾕﾘ
ExceedAndExcel 牝3   

(外)スポイルド Cﾙﾒｰﾙ 甘やかされた                                         
54.0 .390

1 2 Treat 鹿 加藤征弘           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(Barathea) 美浦 .250    　             
Godolphin(愛) 0.0.0.0
ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ
ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸｳｫﾘｱｰ 牝3   

グレナディエ 木幡初也 石榴の木（仏）。花言葉は「熟成した美
しさ」

                                        
54.0 .000

2 3 クイーンマグノリア 黒鹿 武市康男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ゴールドアリュール) 美浦 .067    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
(有)社台ﾚｰｽﾎｰｽ
ジャングルポケット 牝3   

プリオールトップ 柴田善臣 重要な（ラテン語）＋母名の一部                                         
54.0 .200

2 4 ブライティアトップ 黒鹿 佐藤吉勝           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .000    　             
雅 牧場(平取町) 0.0.0.0
小林昌志
Verrazano 牝3   

(外)ミラティオ Mﾃﾞﾑｰﾛ 驚き（ラテン語）                                         
54.0 .368

3 5 MyFastOne 芦 天間昭一           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ElusiveQuality) 美浦 .000    　             
MMM Stables(米) 0.0.0.0
(有)ﾋﾞｯｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｧｰﾑ
ミッキーアイル 牝3   

フォルトゥナータ 戸崎圭太 幸運（伊）。母名の響きから連想                                         
54.0 .182

3 6 フォルテピアノ 黒鹿 小西一男           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(フレンチデピュティ) 美浦 .167    　             
社台ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ白老ﾌｧｰﾑ 0.0.0.0
(有)ｷｬﾛｯﾄﾌｧｰﾑ
ｽｳｪﾌﾟﾄｵｰｳﾞｧｰﾎﾞｰﾄﾞ 牝3   

ヴィクトリアブーケ 柴田大知 勝利の（西）＋花束。母名、母母名より                                         
54.0 .156

4 7 キャスケードブーケ 芦 武藤善則           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(スペシャルウィーク) 美浦 .071    　             
社台ﾌｧｰﾑ(千歳市) 0.0.0.0
佐々木雄二
エスポワールシチー 牡3   

トライアンドゴール 田中勝春 トライを決めて、ゴールも決める                                         
56.0 .125

4 8 リュウメイ 鹿 田島俊明           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(コロナドズクエスト) 美浦 .118    　             
笹川大晃牧場(森町) 0.0.0.0
藤沼利夫
グラスワンダー 牝3   

シゲルカチョウホサ 岩部純二 冠名＋役職「課長補佐」                                         
54.0 .143

5 9 シゲルカゼノボン 鹿 石毛善彦           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾗｲﾄ) 美浦 .000    　             
ｸﾞﾛｰﾘｰﾌｧｰﾑ(新ひだか町) 0.0.0.0
森中蕃
Iffraaj 牝3   

(外)ブリリアントパーク 江田照男 みごとな公園                                         
54.0 .071

5 10 Bedecked 鹿 栗田徹           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(HolyRomanEmperor) 美浦 .167    　             
Laundry Cottage Stud Far 0.0.0.0
ｺﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝ
ヘニーヒューズ 牡3   

ハイオプターレ 大野拓弥 高み＋望む（ラテン語）。高みを望む                                         
56.0 .119

6 11 ピサノバーキン 栗 高木登           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(サンデーサイレンス) 美浦 .063    　             
千代田牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
ﾃﾞｨｱﾚｽﾄｸﾗﾌﾞ(株)
ヴァンセンヌ 牡3   

ジョンジョンブーム 武士沢友 ジョンとブーム                                         
56.0 .000

6 12 トップギャル 鹿 武井亮           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ワイルドラッシュ) 美浦 .000    　             
ﾄﾓﾌｧｰﾑ(新冠町) 0.0.0.0
小田吉男
サウスヴィグラス 牝3   

フェスティヴポン 宮崎北斗 冠名＋小さい（アイヌ語）                                         
54.0 .077

7 13 ワンモアフリート 栗 清水英克           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アフリート) 美浦 .083    　             
村上 進治(新冠町) 0.0.0.0
臼井義太郎
ベルシャザール 牡3   

ハーツトリップ 伊藤工真 心の旅                                         
56.0 .000

7 14 ラメント 黒鹿 勢司和浩           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(アドマイヤムーン) 美浦 .000    　             
長谷部牧場(日高町) 0.0.0.0
成富直行
リオンディーズ 牝3   

ブレイキンルース ▲小林脩 解放される、抜け出す                                         
51.0 .095

8 15 ロマネクイーン 青鹿 中川公成           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(マイネルラヴ) 美浦 .214    　             
上野 正恵(新ひだか町) 0.0.0.0
石井義人
ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄｷｬｯﾄ 牝3   

キャッツミュー ▲原優介 すばらしい人。父名より連想                                         
51.0 .037

8 16 オルフィーク 黒鹿 青木孝文           　　　          　　　          　　　          　　　          　　　
(ヴァーミリアン) 美浦 .000    　             
本桐牧場(新ひだか町) 0.0.0.0
加藤徹

中山ダート1200m種牡馬成績 （集計期間：2019.01.21～2021.01.20）
順位 種牡馬名 出走回数 １着 ２着 ３着 着外 勝率 連対率
 1 ヘニーヒューズ 122  18  10   5  89 0.148 0.230
 2 サウスヴィグラス 176  14  18  14 130 0.080 0.182
 3 キンシャサノキセキ 129  13   9  16  91 0.101 0.171
 4 ゴールドアリュール  87  11   8   6  62 0.126 0.218
 5 ヨハネスブルグ  74   9   6   5  54 0.122 0.203
 6 シニスターミニスター  87   8   4  11  64 0.092 0.138
 7 スウェプトオーヴァーボード 106   7   7   6  86 0.066 0.132
 8 ロードカナロア  67   7   4   6  50 0.104 0.164
 9 アポロキングダム  30   6   5   2  17 0.200 0.367
10 アイルハヴアナザー  53   6   0   0  47 0.113 0.113
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2021年1月23日（土）　1回中山7日 4R メイクデビュー中山 サラ系3歳 新馬 （混合） 馬齢 1200m　ダート・右
万全を期すため、当日の発走時刻、出走取消、騎手変更など、すべて主催者発行の出馬表と照合して下さい。

本紙からの複製、転載を禁じます。


